
長崎県議会議員

皆様にはいつも大変お世話になっております。お陰様で再出発としての県議会
も早いもので3年半が過ぎ、来年春には改選を迎えます。
第1会派（20名）に所属しての活動も幅が広がり、議会はじめ陳情、視察、研
修、要望対応など忙しい日々です。日々の活動を支えて下さる県民の皆様に感謝！
今後も自身のスローガンであります「愛郷無限。」の志で、必ずや地方創生を
長崎から成し遂げるよう県政推進に邁進して参る所存でございます。
今後とも「大久保ゆきしげ」に対しまして変わらぬご指導、ご支援を賜ります
よう宜しくお願い申し上げます。

平成30年秋 長崎県議会議員 大久保潔重

現 在、長崎県内には日本陸連公
認のフルマラソン大会はなく、

九州でもないのは長崎県だけ。全国
でも行ってない県は5県のみ。健康
志向の増大で市民ランナーも増えて
おり、全国のフルマラソン大会はど
こも1万人を超える出場数である。
諫早市にあるトランスコスモスス

タジアムをスタートし、諫早市高来
町から雲仙市吾妻町へ諫早湾干拓堤
防道路（7．5km）を走るコースは最

高のコースである。
過去3回県政一般質問で提言し、
Ｈ27年11月「諫早・雲仙マラソンを
成功させる会」を有志で立ち上げ、
Ｈ28、29、30年の3回、諫早・雲仙
ウルトラウォーキングを開催。長崎
県陸協と共催で長崎県や諫早市、雲
仙市から後援を頂き、無事故で盛況
であった。
昨年は地元の県議・市議を中心に
フルマラソン実現を支援する議員の

会ができ、今年春には県陸協・成功
させる会・商工会議所・マスコミ3
社で発起人会も立ち上った。年内に
は行政、経済界、自治会など幅広い
団体で構成する実行委員会を発足す
る予定。
日本陸連公認のフルマラソン大会
を長崎県に誘致し、諫早・雲仙を中
心として1万人規模のマラソン大会
を実現しよう！
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成功裏に終わり、ウルトラウォーキング実行委員
会の皆さんの笑顔も弾ける。

特別ゲストは諫早出身の森岡紘一郎選手（富士
通）とアジア・ジャカルタ大会競歩銅メダルの岡
田久美子選手（ビッグカメラ）



1 人口減少対策について
本県は毎年約6，000人の転出超過。
県内企業は多くの業種で人手不足、
地元企業経営者からは求人を出して
も採用ができないとの声を聞く。社
会減という状況下での人材確保、特
に若者に対しての政策は？

2 交流人口拡大と地域活性化
① 国際戦略、特にASEAN諸
国との交流

ベトナム中部・クワンナム省と長
崎県で「友好交流関係に関する同意
書」を締結。
ベトナムのフック首相はクワンナ

ム省出身で、私も2006年訪越以来の
旧知。国際戦略の新たな展開として
クワンナム省との交流をどう進める
か？

Ｈ29年アセアン友好議員連盟発足。
本年2月には我が会派でクワンナム
省人民評議会を訪問。お互いの議会
同士も交流を深めていくことを確認。
6月のご来県では議場新築祝いにレ
リーフを頂いた。

相互交流の先に、留学生や技能実
習生、ワーカーの受け入れ拡大につ
なげていきたい。県内でも外国人材
確保を求める声は多いが、地方政府
協力のもと、送り出し・受け入れ双
方に安心できる環境を整備する必要
がある。

長崎県商工会連合会が中心で、
ホーチミン市の高校生をホームステ
イで受け入れる「ベトナム交流人材
招致事業」は、10年継続を目標。
新たにベトナム最南部のカマウ省
との人的交流・産業交流の可能性。

ベトナムの若者が帰国後は、本県
企業進出の際の貴重な現地人脈とし
て活躍を期待。

海外の航空路線について、ベトナ
ムなど経済成長著しい国々との開設
は、極めて重要。ラオスとは過去の
医療支援をきっかけに交流が続いて
いるが、ネックは日本との直行便が
ない事。Ｈ29年1月ラオス国営航空
関係者からラオスの首都・ビエン
チャンから成田線の復路において長
崎空港を経由する話が浮上したが、
開設に向けた現在の状況は？

② 自然体験施設の活用について

近年の観光客は、体験型プログラ
ムを利用する傾向が高い。県内の自
然体験施設の所管は国、県、市町、
民間と別れており利用者にとっては
不便。県内にどのくらいの自然体験
施設があり、それぞれの施設間の連
携はできているか？

スポーツ合宿やグリーンツーリズ
ムなど誘客を図るには、自然体験施
設間で情報共有し、横断的なワンス
トップ窓口が必要。

平 成30年
3月定例会
（3月12日）

炎のチャレンジャー52回目の誕生日、
県政一般質問に登壇！

県央地域が県勢全体を牽引するエンジン役に‼
諫早市は県内製造品
出荷額№1に。また
交通の要衝であり、
物流・交流の拠点に！
小栗地区に内陸型の
新産業団地（約20ha）
を整備中。

県央地域に、消費者意欲を満足させる商業施設を！
諫早西部台2工区3ha にイオンタウン進出決定。諫早駅前や栄町東

西街区の再開発を推進し、駅前商店街や中央商店街における市民の新し
い街づくりを加速。
諫早市鷲崎町11ha の大型郊外商業施設の可能性。農振法に基づく農

業振興地域整備計画や、長崎都市計画区域の線引き（調整区域）見直し
など、柔軟かつ機動的な都市政策を迫っていきたい。

▲ホーチミンの高校生30名の歓迎会

▼

新議会棟1Ｆに飾ってありますから、
ご覧になって下さい。



チョープロ・ボート部の北野氏と小谷氏

3 産業振興について
① 新たな時代の変化の中で、新
産業をどう育成するか。

諫早市には半導体大手や航空機メ
ンテナンスなど活躍の企業あり。こ
れまで培ってきた本県の造船技術を
生かし、海洋エネルギー関連産業に
加えて、更なる成長を図る新産業分
野への支援が必要。どのように取り
組んでいくか？

② 機能性表示食品分野での取り
組みについて

機能性表示食品はＨ27年に国の制
度がスタートし、市場が拡大してい
る有望な分野。意欲のある事業者を
集め、大学の研究成果をもとに付加
価値のある商品開発、販路拡大を支
援してほしいが、県の取り組みは？

昨年、蒸し製玉緑茶部門で長崎県
産茶が日本一に輝いた。本県では大
学と共同開発したビワの葉と茶葉の
混合発酵した高機能発酵茶「ワン
ダーリーフ」が商品化。
ビワの葉に続き、青ミカンとのブ

レンド、あるいは私が交流のあるベ
トナムやラオスの古木茶とのコラボ
ができないか研究中。

4 地域振興について
① 九州新幹線西九州ルート

国交省が与党整備新幹線PTへ報
告した FGT、フル規格、ミニ新幹
線の3つのパターンについて、長崎
県の見解は？

全線フル規格の前提条件変化に伴
う財源論議、新たに国費を投入する
ための大義名分。北海道や北陸に対
抗するロジックをどう作るか？

② 諫早湾干拓エリアの利活用に
ついて

本明川下流域は年間通して波静か、
川幅が広い所で約200ｍ、さらに直
線で3，000ｍ超は、スケールメリッ
トの大きな水陸両用のスポーツの場
としての可能性を秘め、有数のボー
トコースとして脚光を浴びてきてい
る。

今後、オリンピックやパラリン
ピックに向けた練習や合宿会場に加
え、全国大会・国際大会の誘致を積
極的に進めるためには、公認コース
として認定を受けることが必要と思
われるがいかがか？

幻の高来そばのイベントの盛況ぶ
りは喜ばしい。県央プロジェクトの
様々な取り組みを後押し、諫早湾干
拓エリアを活用したスポーツや食を
活かした地域活性化を進めよう。フ
ルマラソン、ボート、カヌー、自転
車、車いすマラソン、クロスカント
リーなど。

5 健康寿命の延伸に向けた
取り組みについて

① 高次の歯科口腔医療の提供

健康長寿の実現には歯や口腔の健
康づくりが大事。団塊の世代が75歳
となる2025年の超高齢化社会へ対応

するには医科・歯科連携、チーム医
療の推進、周術期の口腔管理、摂食・
嚥下機能の回復など包括的口腔ケア
が重要。

「かかりつけ歯科医」の役割とと
もに、2次医療圏の中核となる医療
機関に、一般の歯科診療所では治療
が困難な高次の歯科口腔医療提供体
制を構築する事が必要である。以前
提案したが、例えば島原病院におけ
る高次の歯科医療体制のその後の検
討状況は？

② 母子保健の取り組みについて

乳幼児期から高齢期までのライフ
ステージにおける妊産婦の口腔内状
況は良くなく、妊婦健診時の歯科健
診受診率は低調である。妊産婦の口
腔ケアの必要性は？

女性は出産に伴い心身ともに負担
が大きく健やかな育児には母親の身
体的回復と心理的な安定が必要。産
後ケアに対する県の考えと実施拡大
に向けた取り組みは？

③ ケアマネージャーの育成につ
いて

介護支援専門員（ケアマネ）は、
地域包括ケアシステム構築において
根幹の役割。広範に渡る知識や経験
の上に、業務への姿勢、遂行能力な
ど多くの資質が求められるが、業務
内容に比べ、給与が低い。
5年毎の資格更新に伴う時間的・
金銭的な負担の軽減策は？

諫早市お口の健康フェスティバル

高架工事の進む
諫早市本明町



平成30年3月「地方から考える社会保障」発刊！
県政・国政における歯科医療、救急医療分野などの
取り組み成果と課題について執筆。是非、ご覧になっ
て下さい。

平成30年の活動
平成30年8月
九州沖縄防衛議員連盟の総
会を佐世保市で開催し、長
崎県議会がホスト役。九州
の陸・海・空のトップも出
席し盛会であった。

平成30年2月
昨年の長崎県とクワンナム
省との交流締結を受け、我
が会派（自民・県民会議）
でクワンナム省人民評議会
を訪問し、6月の来県を約
束した。

平成30年8月
長崎県議会でベトナム中
部・クワンナム省を訪問し、
人民評議会との間で、交流
の合意書締結。早速、人的
交流が始まる。

平成30年9月
長崎県の自主防災リーダー
養成講座を受講し、その後
の防災士資格試験に見事に
合格した。今後の地域防
災・減災活動に役立ちたい。

平成30年7月
Ｖファーレン長崎の高田明
社長の講演を拝聴。懇親会
では隣席となりスポーツや
街づくりについて様々な話
ができた。

平成30年9月
カンボジアの地雷除去活動
家のアキラー氏家族やフィ
リピンから盲目の天才音楽
家が講演会や国際アート展
のため来崎。県庁見学を案
内した。

平成30年8月
総務委員会で県防災航空セ
ンターを視察。パイロット
の指導者は何と、諫早高校
の同級生だった。

県議会傍聴バスツアー！
今期最後の一般質問は、年末の12月

定例会に登壇予定。新県庁見学や議会
傍聴などのツアーを計画します。日程
が決まりましたらお知らせします。
3月議会では約100名の皆様が傍聴
に駆けつけて下さいました。
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